東松山市指定給水装置工事事業者一覧表
市町村
事業者名
東松山市 株式会社 伊藤商会
松山地区 株式会社 ナリウチ設備
有限会社 関口設備
有限会社 江森設備
共立設備工業 株式会社
有限会社 友田商店
有限会社 榊設備工業
有限会社 岡設備工業
白坂水道サービス
有限会社 田口設備
有限会社 北川管工
株式会社 大野工務所
伊田テクノス 株式会社
東松山ガス 株式会社
カネコ住設
レモンガス 株式会社
有限会社 カトウ
大岡地区 晴耕設備
唐子地区 杉澤管機 有限会社
有限会社 金子設備
有限会社 太陽設備
杉田設備
足立設備
高坂地区 有限会社 古茶商会
有限会社 野口設備工業
株式会社 関口商会
株式会社 管栄工業
有限会社 東昌設備
有限会社 飯村設備工業
有限会社 ケイ・ビー・シー
株式会社 タカサカ
田嶌設備
株式会社 ユーライフ
野本地区 株式会社 堀田設備工業
有限会社 岡商会
有限会社 小林設備工業
布施田電機 株式会社
株式会社 ポケットキャッチ
滝瀬設備
滑川町
有限会社 金井工務店
有限会社 笹屋商店
有限会社 久保設備
岩附設備工業
有限会社 アライ水道
有限会社 平設備
根岸設備工業
小久保設備
有限会社 内田ポンプ商会
有限会社 根岸重機建設
有限会社 小林住設

住
所
東松山市加美町11番18号
東松山市松本町1丁目2番8号
東松山市神明町1丁目17番18号
東松山市松山町3丁目1番4号
東松山市松葉町1丁目21番12号
東松山市本町1丁目1番9号
東松山市松山町1丁目9番13号
東松山市幸町4番21号
東松山市大字松山1804番地23
東松山市六軒町1番地18
東松山市新宿町25番地10
東松山市神明町１丁目１番４号
東松山市松本町2丁目1番1号
東松山市御茶山町2番地6
東松山市大字松山２０２１番地２
東松山市松葉町1-17-9
東松山市松葉町3-15-14
東松山市大字大谷4864番地4
東松山市大字石橋1646番地3
東松山市大字上唐子1401番地
東松山市大字上唐子1174番地1
東松山市大字神戸1055番地1
東松山市大字神戸679番地1
東松山市大字高坂1031番地4
東松山市大字高坂1202番地4
東松山市大字西本宿1849番地
東松山市大字正代913番地2
東松山市大字正代1005番地
東松山市大字毛塚894番地5
東松山市大字宮鼻1018番地2
東松山市大字西本宿1763番地3
東松山市大字田木938番地1
東松山市元宿2-18-37
東松山市上野本951-2
東松山市大字上野本492番地
東松山市大字下野本1593番地3
東松山市大字上野本2264番地
東松山市大字上野本1412番地
東松山市大字下野本952番地47
比企郡滑川町大字月輪416番地19
比企郡滑川町大字山田764番地
比企郡滑川町大字菅田258番地1
比企郡滑川町大字福田169番地1
比企郡滑川町大字水房690番地
比企郡滑川町伊古158番地1
比企郡滑川町大字月輪1242番地
比企郡滑川町大字福田3766番地
比企郡滑川町大字羽尾1458番地
比企郡滑川町月の輪二丁目34番地5
比企郡滑川町大字伊古505番地2

電話番号
0493-22-0473
0493-22-1106
0493-22-1859
0493-22-1115
0493-22-1157
0493-22-0645
0493-23-2980
0493-22-3396
0493-23-3319
0493-22-9798
0493-24-3766
0493-23-7711
0493-22-1170
0493-22-7300
0493-25-2853
0493-22-0431
0493-81-4858
0493-39-5979
0493-22-0134
0493-23-3179
0493-23-8853
0493-34-5443
0493-35-4818
0493-34-4123
0493-34-4070
0493-34-4520
0493-35-1151
0493-35-3354
0493-35-0566
0493-34-4856
0493-34-4735
0493-34-3996
0493-59-9292
0493-24-1151
0493-22-1763
0493-23-9362
0493-23-5101
0493-23-6181
0493-23-2045
0493-62-5439
0493-56-3841
0493-56-5761
0493-56-3022
0493-62-2817
0493-57-1157
0493-62-1707
0493-56-3727
0493-56-2617
0493-62-4995
0493-56-2533

東松山市指定給水装置工事事業者一覧表
市町村
吉見町

事業者名
有限会社 田島設備
有限会社 新島商会
有限会社 宮崎設備工業所
鈴木設備
株式会社 小杉組
有限会社 栗原水道
Ｋ設備
有限会社 横田設備
有限会社 矢内住設
水道センター 株式会社
有限会社 瀬山設備工業
嵐山町
株式会社 フクシマ
鴨下設備
有限会社 石川工務店
嵐山ガス 株式会社
馬場設備
吉野水道
大塚住設
新埼玉環境センター 株式会社
小川町
能増設備
新井設備工業
川島町
株式会社 島村工業
株式会社 いいじま
株式会社 あさひテクノ
細野設備工業
株式会社 マルカワ
石川商会
石黒設備工業 株式会社
株式会社 雅工業
マツオ興業 株式会社
有限会社 横田設備
鳩山町
南雲設備
株式会社 根岸土木工業
ときがわ町 大澤農機具店
上尾市
シミズ設備工業 株式会社
株式会社 サンアドバンス
有限会社 三幸システム企画
ミサワ西関東建設 株式会社
有限会社 苗村商会
株式会社 埼仙
株式会社 中村設備工業所
新妻設備工業
株式会社 田代水道設備
合同会社 マツザキ
伊奈町
アサヒ住建 株式会社
有限会社 北沢設備工業
入間市
森田設備工業 株式会社
株式会社 武蔵設備
桶川市
株式会社 新井管工事
協立設備 株式会社

住
所
比企郡吉見町大字久米田615番地
比企郡吉見町大字南吉見344番地
比企郡吉見町大字本沢19番地2
比企郡吉見町長谷1504番地164
比企郡吉見町大字北下砂750番地
比企郡吉見町大字和名46番地43
比企郡吉見町長谷722番地20
比企郡吉見町大字荒子868番地
比企郡吉見町大字長谷1114番地23
比企郡吉見町大字南吉見1576番地2
比企郡吉見町久保田新田141の7
比企郡嵐山町大字古里168番地1
比企郡嵐山町むさし台2丁目19番地6
比企郡嵐山町大字勝田32番地2
比企郡嵐山町むさし台1丁目3番地1
比企郡嵐山町大字平澤24番地2
比企郡嵐山町大字鎌形2435
比企郡嵐山町大字古里164番地
比企郡嵐山町大字志賀432番地3
比企郡小川町鷹巣680番地
比企郡小川町大字中爪47-3
比企郡川島町大字牛ヶ谷戸489番地
比企郡川島町上伊草1364
比企郡川島町大字吹塚1148番地
比企郡川島町大字下伊草１６４番地
比企郡川島町大字畑中771番地
比企郡川島町大字長楽549-2
比企郡川島町大字角泉412
比企郡川島町大字上伊草689番地
比企郡川島町大字上伊草821番地1
比企郡川島町大字鳥羽井新田25番地2
比企郡鳩山町大字大豆戸81番地11
比企郡鳩山町大字小用1231番地1
比企郡ときがわ町大字馬場343番地1
上尾市谷津2丁目5番10号
上尾市愛宕3丁目2番15号 中山ビル
上尾市大字地頭方441番地7
上尾市大字瓦葺790番地の1
上尾市大字平方1321番地2
上尾市中分二丁目94番地1
上尾市錦町１番地１８
上尾市小泉711-14
上尾市大字今泉80-3
上尾市壱丁目55番地3号グリーンピュア201号
北足立郡伊奈町西小針六丁目150番地1
北足立郡伊奈町内宿台5丁目102番地
入間市大字中神593番地1
入間市大字新久669番地50
桶川市川田谷6654番地の1
桶川市大字下日出谷302番地の6

電話番号
0493-54-0733
0493-54-1433
0493-54-2158
0493-54-2344
0493-54-1322
0493-54-0097
0493-54-6362
0493-54-3617
0493-54-0221
0493-54-0942
0493-54-0142
0493-62-2505
0493-62-5019
0493-62-5229
0493-62-2100
0493-59-5044
0493-62-3392
0493-62-3506
0493-62-8121
0493-72-5518
0493-72-5923
049-323-7781
049-297-0457
049-297-9225
049-297-1216
049-297-3561
049-297-0134
049-297-1151
049-297-6449
049-297-0792
049-297-1537
049-296-4894
049-296-0003
0493-65-0505
048-773-5676
048-770-6800
048-781-3405
048-721-8411
048-725-2067
048-725-0480
048-773-8733
048-781-7061
048-781-1068
048-717-1519
048-728-7576
048-728-2404
04-2936-1718
04-2963-2922
048-787-8181
048-786-4557

東松山市指定給水装置工事事業者一覧表
市町村
加須市
上里町
川越市

北本市

行田市

熊谷市

事業者名
株式会社 福田設備工業
株式会社 丸山設備
有限会社 キムラ
株式会社 佐藤工業
埼玉設備工業 株式会社
有限会社 山口水道工業所
日開設備工業 株式会社
有限会社 寿商会
株式会社 伊藤住設
株式会社 牛村水道工業
川越設備 株式会社
有限会社 丸新設備工業所
株式会社 杉山設備
株式会社 アサヒ
有限会社 高橋設備
株式会社 小髙設備
有限会社 吉田水道
Ｙ企画
有限会社 古川設備工業
有限会社 関川設備工業
有限会社 湯山設備工業所

住
所
加須市中種足1529番地
加須市新川通420番地5
児玉郡上里町七本木2822番地25
川越市かすみ野2丁目1番地25
川越市岸町1丁目15番地16
川越市今成4丁目2番地4
川越市大字大中居390番地1
川越市豊田町3丁目9番地20
川越市大字上寺山458-10
川越市大字的場2215番地5
川越市大字上老袋495番地2
川越市新宿町6丁目17番地18
川越市大字今福1024の24
川越市砂新田６丁目１２番地１１
川越市喜多町３番地６
川越市大字下広谷512番地1
川越市大字鹿飼521番地
川越市寿町1丁目2420番地2
川越市四都野台９番地8
川越市大字笠幡4567番地1
川越市中台元町1丁目5番地15
パナソニックコンシューマーマーケティング 株式会社 川越市新明町65-6
昭和工業 株式会社
川越市石原町二丁目５８番地１６
有限会社 吉野水道工業所
川越市岸町1-10-5
椎橋工業
川越市大字下広谷1064番地31
原田設備工業所
川越市大字石田552番地
株式会社 彩水設備
川越市鯨井新田45番地2 グランヴィル4Ｆ
有限会社 長島設備商会
北本市本町四丁目99番地
株式会社 泉山設備
北本市石戸5丁目268番地
アテックス 株式会社
北本市中央四丁目74番地
茂木設備工業
北本市石戸4丁目323番地
浜田設備
行田市埼玉279番地6
高橋水道
行田市本丸19番7号
有限会社 クリハラ設備
行田市大字和田326番地1
有限会社 田中設備
行田市深水町2番地28
アグゼ 株式会社
行田市持田３丁目６番７号
株式会社 ハウスプラミングエンタープライズ 行田市富士見町一丁目9番地3
森設備 株式会社
行田市下須戸2613番地
ダイセーＥｘｔ 株式会社
行田市持田２３６４番１号
株式会社 中島水道
熊谷市万吉709番地7
福田設備工業
熊谷市小八林1623番地1
タケオ設備
熊谷市上川上1093番地160
株式会社 ソーセツ
熊谷市大字広瀬416番地1
株式会社 オキナヤ
熊谷市江南中央二丁目17番1号
ムサシ産業機械 株式会社
熊谷市見晴町206番地
株式会社 マツモト設備
熊谷市小江川2117番地3
近藤工業 株式会社
熊谷市瀬南214番地1
有限会社 茂木商会
熊谷市宮本町5番地
株式会社 飯田設備
熊谷市大麻生1483番地1
有限会社 笠原設備工業所
熊谷市上新田411番地

電話番号
0480-73-2848
0480-77-1051
0495-33-2261
049-277-7495
049-241-4343
049-246-5313
049-235-8611
049-245-9121
049-226-5071
049-231-0809
049-223-2816
049-243-9455
049-242-1025
049-243-0202
049-222-1324
049-239-3900
049-223-2344
049-246-8713
049-244-2482
049-232-6134
049-242-5064
049-226-5114
049-224-6149
049-222-1259
049-232-9523
049-223-0099
049-298-6130
048-591-1304
048-592-7510
048-590-5707
048-591-2032
048-559-0267
048-501-5694
048-556-5393
048-554-2416
048-555-3459
048-564-0166
048-556-2300
048-598-4353
048-536-5151
0493-39-2246
048-525-0278
048-524-5821
048-521-1411
048-521-2156
048-536-5177
048-525-5914
048-521-0925
048-532-5971
048-536-3662

東松山市指定給水装置工事事業者一覧表
市町村
熊谷市

事業者名
下里設備工業
有限会社 フヨウ設備
有限会社 石原住宅設備
株式会社 中屋
有限会社 中嶋設備工業
関口設備工業
株式会社 かりゆし設備
小林工業
有限会社 中村フィクセル
有限会社 丸岡農機具店
株式会社 並木設備工業
三菱電機システムサービス 株式会社 熊谷サービスステーション

株式会社 大昇
有限会社 朝見住設
有限会社 カナザワ設備
有限会社 シンセイ
桐原設備工業所
株式会社 水野水道
有限会社 平賀設備工業
有限会社 中村管工
さいたま市 株式会社 太陽商工
株式会社 加藤商事
株式会社 アイダ設計
有限会社 ケーワイエンジニアリング
株式会社 池上管工
新井ポンプ工業 株式会社
有限会社 三鈴商工
積和建設埼玉 株式会社
株式会社 ＭＳフィールド
株式会社 茂田工業所
株式会社 深谷設計設備
株式会社 イースマイル
さいたまプリロ 株式会社
有限会社 宮設備 埼玉支店
坂戸市
松坂設備工業 株式会社
有限会社 小倉水道
有限会社 田中住設
望月建設 株式会社
有限会社 フジ産業
有限会社 中島設備工業所
有限会社 アイル設備工業
ハシバ管工 株式会社
有限会社 浅賀設備
株式会社 広清工務店
九鬼設備工業
有限会社 ニシダ管工
徳江工業 株式会社
株式会社 くはら設備
有限会社 武蔵設備工業
幸手市
株式会社 旭クリエイト
鴻巣市

住
所
熊谷市玉作3621番地1
熊谷市拾六間222-1
熊谷市石原323番地4
熊谷市弥生2丁目50番地
熊谷市武体197番地
熊谷市万吉2100番地1
熊谷市小江川1977番地6
熊谷市大字村岡323番地1
熊谷市久下1692番地4
熊谷市八木田683-1
熊谷市玉井1823
熊谷市柿沼662
熊谷市佐谷田2964番地2
鴻巣市屈巣2382番地
鴻巣市堤町24番16号
鴻巣市大字宮前38番地20
鴻巣市箕田479番地7
鴻巣市人形四丁目６番２７号
鴻巣市明用301番地
鴻巣市松原2-2-32
さいたま市緑区上野田574番地3
さいたま市西区内野本郷297番地4
さいたま市大宮区桜木町2丁目286番地
さいたま市北区別所町47番地24
さいたま市西区大字土屋491番地1
さいたま市岩槻区大字徳力86番地
さいたま市北区奈良町50番11
さいたま市見沼区東大宮六丁目14番地10
さいたま市西区指扇領別所366番地７
さいたま市北区東大成町二丁目376番地2
さいたま市北区別所町26-15
さいたま市見沼区丸ヶ崎町54-9
さいたま市北区日進町3丁目8番地
さいたま市北区盆栽町95-2-103
坂戸市芦山町21-7
坂戸市本町16番地8
坂戸市関間四丁目1番5号
坂戸市関間2丁目4番6号
坂戸市大字赤尾1923番地
坂戸市花影町2番25号
坂戸市大字塚越237番地13
坂戸市花影町11番3号
坂戸市大字萱方483番地4
坂戸市伊豆の山町2番地14
坂戸市大字新堀175番地1
坂戸市末広町２１番地１１
坂戸市片柳1463
坂戸市塚越1203番地1
坂戸市三光町46番5号
幸手市大字千塚1337番地

電話番号
0493-39-1076
048-533-5328
048-522-2807
048-523-2372
048-532-3581
048-536-4974
048-536-7166
048-598-3764
048-522-5490
048-588-0205
048-532-6339
048-524-2172
048-525-3780
048-569-0995
048-597-5155
048-597-0201
048-596-1842
048-541-5361
048-548-1739
048-541-4668
048-878-1905
048-624-5335
048-726-8613
048-663-0818
048-624-2044
048-794-2432
048-663-4010
048-686-7331
048-621-3535
048-666-6868
048-673-3194
048-682-7077
048-747-3333
048-871-5318
049-282-1183
049-281-0438
049-281-0009
049-283-6874
049-289-3349
049-283-4665
049-282-4294
049-282-2491
049-284-2683
049-289-3262
049-284-6404
049-289-2127
049-289-8336
049-280-8777
049-281-0373
0480-42-0759

東松山市指定給水装置工事事業者一覧表
市町村
狭山市

事業者名

株式会社 栄興
株式会社 エネテックコーポレーション
株式会社 奥冨設備
白岡市
株式会社 山田設備工業
杉戸町
株式会社 スガワラ工業
株式会社 ハマノ
秩父市
住幸
鶴ヶ島市
有限会社 川﨑設備工業
株式会社 木村設備工業
京濱燃料 株式会社
田中設備工業 株式会社
ＳＯＵＷＡ設備 株式会社
アサノセコウ
所沢市
有限会社 水工社
株式会社 クラシアン 所沢支社
所沢市
株式会社 糟谷設備工業所
新座市
横田設備工業 株式会社
有限会社 小原設備工業
飯能市
青木土木工業 株式会社
日高市
有限会社 光泉設備
有限会社 鶴田設備
深谷市
有限会社 今井住設興業
有限会社 笠原水道工務店
有限会社 御所設備
サイシン建設 株式会社
有限会社 エーセツ深谷
株式会社 観水
ツカサ・エンジニアリング・サービス
村岡住設
内田設備
土屋設備工業
株式会社 栄大土木
株式会社 エム・ケーサービス
株式会社 鈴木美装
株式会社 たべい
中林商店
深谷市
株式会社 深谷電気工事
富士見市 有限会社 平成開発工業
ふじみ野市 有限会社 伊藤設備
株式会社 吉元工務店
有限会社 桐原設備工業
有限会社 玉田工業
本庄市
株式会社 細田設備工業
株式会社 高橋設備
有限会社 新成建設
有限会社 アクア
株式会社 タバタ設備
美里町
有限会社 鈴木水道工業所
へんみ設備
株式会社 坂井住設

住
所
狭山市柏原2422番地の5
狭山市大字下奥富963番地6
狭山市大字青柳235番地
白岡市西8丁目15番1
北葛飾郡杉戸町大字下高野546番地
北葛飾郡杉戸町杉戸五丁目5番12号
秩父市大字定峰514番地-3
鶴ヶ島市新町三丁目21番102
鶴ヶ島市藤金882番地20
鶴ヶ島市上広谷472-8-101
鶴ヶ島市大字藤金46番地2
鶴ヶ島市新町二丁目23番地8
鶴ヶ島市大字上新田９番地２
所沢市大字中富752番地18
所沢市岩岡町801番地1
所沢市大字山口2825番地の1
新座市片山一丁目15番31号
新座市馬場一丁目9番29号
飯能市大字双柳5番地8
日高市大字馬引沢19番地6
日高市大字鹿山640番地9
深谷市大字柏合754番地1
深谷市大字柏合652番地
深谷市東方町5丁目15番地6
深谷市上敷免383番地1
深谷市上野台1943番3
深谷市柏合681番地1
深谷市東方町２丁目７番地１３
深谷市武川113番地
深谷市岡2733番地7
深谷市小前田1211番地3
深谷市下手計147番地
深谷市常盤町71-24
深谷市東方町3-12-7
深谷市萱場759番地3
深谷市起会129番地3
深谷市上野台2935番地4
富士見市大字水子2855番地1
ふじみ野市亀久保1829番地2
ふじみ野市ふじみ野一丁目5番2号
ふじみ野市大井926-9
ふじみ野市新駒林一丁目3番18号
本庄市児玉町塩谷587-1
本庄市緑2丁目1番2号
本庄市下野堂６５１番７
本庄市小島2-13-15
本庄市本庄三丁目3番22号
児玉郡美里町大字沼上207番地1
児玉郡美里町沼上85番地2
児玉郡美里町大字白石1452番地16

電話番号
04-2953-1900
04-2900-6102
04-2952-8524
0480-92-2251
0480-34-4741
0480-31-1318
0494-24-3496
049-286-7041
049-285-1955
049-279-3371
049-285-2710
090-3009-1464
049-285-2874
04-2942-3245
042-942-3931
04-2923-8888
048-479-9404
048-481-2312
042-978-7513
042-985-5492
042-989-1283
048-573-0772
048-572-0842
048-573-2833
048-572-2081
048-572-0340
048-571-3119
048-572-7138
048-583-7359
048-585-2427
048-584-4881
048-587-2131
048-507-5980
048-572-9580
048-571-0466
048-571-0890
048-571-4155
049-255-0355
049-264-3310
049-264-0855
049-256-3023
049-264-1685
0495-72-0909
0495-21-3563
0495-24-3574
0495-23-2433
0495-22-8802
0495-76-1306
0495-76-4120
0495-76-4833

東松山市指定給水装置工事事業者一覧表
市町村
皆野町
三芳町
宮代町
毛呂山町

八潮市
寄居町

群馬県
千葉県
東京都

大阪府
広島県

事業者名
有限会社 黒澤水道設備
株式会社 オチアイ
株式会社 木村設備
有限会社 優輝設備
有限会社 関根設備工業
赤沼設備工業 株式会社
有限会社 厚目設備
弘和工業 株式会社
伊藤設備工業 有限会社
井上設備
今井設備工業
株式会社 太水
株式会社 シモダ設備工業
川島工業
ロイヤルホームセンター 株式会社
株式会社 森武工務店
富士水質管理 株式会社
日本総合住生活株式会社 関東支社
有限会社 中央住設
株式会社 アンセイ
有限会社 大木工業所
株式会社 ネクストイノベーション
株式会社 アクアサービス
株式会社 アクアライン

住
所
秩父郡皆野町大字皆野1294番地10
入間郡三芳町大字藤久保1122番地4
南埼玉郡宮代町本田4-10-32
南埼玉郡宮代町本田5丁目9番20号
入間郡毛呂山町大字下川原1006番地9
入間郡毛呂山町大字長瀬343番地1
入間郡毛呂山町大字前久保411番地
八潮市大字大曽根1232番地1
大里郡寄居町大字赤浜1826番地
大里郡寄居町用土5738番地2
大里郡寄居町大字冨田3628番地4
大里郡寄居町折原785-4
群馬県前橋市天川大島町3丁目57番地13
群馬県伊勢崎市山王町1394番地4
千葉県習志野市東習志野6-7-15

電話番号
0494-62-4686
049-258-6772
0480-32-7788
0480-33-5508
049-294-2757
049-294-8111
049-294-2906
048-994-5236
048-582-3360
048-584-0862
048-582-1408
048-598-8440
027-261-0578
0270-32-2381
047-403-1311
東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷804番地12 042-556-2603
東京都世田谷区宇奈根1丁目22番4号
03-3417-4774
東京都台東区池之端1-2-18
03-6803-3600
東京都国立市谷保5873番地の1
042-572-1509
東京都世田谷区駒沢4-19-10 セントティアラビル2Ｆ 0120-140-340
東京都中野区鷺宮3丁目35番2号
03-3338-6560
東京都中央区銀座三丁目13番4号 真光ビル4F-B 046-200-9128
大阪府豊中市庄内栄町四丁目5番7号
06-6335-1211
広島県広島市中区上八丁堀８番８号 第一ウエノヤビル６F 082-502-6644
平成29年8月14日 現在

